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学んで、語って、即実践！
〜めざせ！オンリーワン企業 !! 〜

広島中支部第２２回定時総会

中①＆中②例会報告

vol.146

「高付加価値企業」を中支部らしく「オンリーワン企業」と言い換えました。
「オンリーワ
ン企業」
（高付加価値企業）を目指して、共に学び共に語り、変革・革新・イノベーションを
進め、社員と共に「幸せのセンター（中支部）」を実現しましょう。

広島中支部第２2 回定時総会を開催
〜学んで、語って、即実践 !! 〜

e.doyu

e.doyu マニュアル

広島県中小企業家同友会 広島中支部 広報誌

■特集：広島中支部第 22 回定時総会

広島中支部総会

開催日：2019 年 5 月 21 日

「学んで、語って、即実践 !! 〜めざせ！オンリーワン企業 !!」
し、青年部の部会長だけは任期が１年である為、この
度の総会で中②の中岡英也さんが新しく支部理事とし
て迎えられることになりました。
１０年ビジョンと『広島エリア』

中・東・西・安佐支部を合わせて『４支部』と呼ん

原田支部長

でいましたが、今後は広島エリア１０年ビジョンに基

柳原副代表理事

づき『広島エリア』と呼ぶことになりました。この広

２０１９年５月２１日火曜日、令和初の中支部の総会

島エリア構想は、広島市との窓口を作ることなどが目

となる『第２２回定時総会』が開催されました。場所

的となります。現在４支部で分かれて行なわれている

は中支部の定番となった『パルテ・ザ・スタイル・オ

活動は、まず支部報の統一から考えていこうという事

ブ・ウェディング』で、地区総会・懇

で広報委員のみんなも検討を始めたところ

親会を同時開催しました。

です。

スローガン

懇親会

は滞りなく終了。２０１９年度の活動

ステージに上がって答える同友会クイズで

方針案の発表になりました。スローガ

した。同友会にまつわるクイズから時事に

ンは２０１８年に引き続き県のスロー

至る様々な設問に対し、各地区特色を出し

ガンを継承する『学んで、語って、即

ながら答え、最終的には中②が手堅く勝利

実践！！～めざせ！オンリーワン企

を収める形になりました。その設問の中に

２０１８年度の活動報告と会計報告

懇親会の余興は各地区会長＋２名ほどが

業！！』ということで承認をされまし
た。

あった「中支部最長老」の答え「92 歳」。
懇親会のゲームは中②が優勝

実は 5 月末、総会のすぐ後にご逝去され

た中①の有限会社信和の兼光さんでした。心よりご冥
新会計ルール

福をお祈り致します。

近年同友会は、よりしっかりとした組織となり、社

なんらかの理由で最後までみんなに意識され、思い

会的立場も強くしていく為に、仕組みやルールを次々

出してもらえる。なんだか良かったなと思いました。

と改善しています。会計ルールもそのひとつ。今年度
文：（株）TomTak

からは会計予算のフォーマットや勘定科目が新しく統
一されることになりました。２０１８年度予算と決
算の勘定科目の内訳が違う為、
少々混乱を招くことになりまし
たが、今後はより明瞭かつス
ムーズな会計が行なわれること
でしょう。
新役員

支部理事の任期は基本２年。

２０１８年度から２０１９年度
ではほぼ全役員が継続です。但

参加者の皆さんで記念撮影
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毛利 武雄

■会員紹介コーナー

オキデザイン

代表者

沖 宣行

今回は、本年５月に入会さ
れたオキデザインの沖宣行さ
んをご紹介致します。
沖さんは広島市出身、昭和
４７年５月生まれの４７歳。
日本デザイナー学院を卒業
後、印刷会社のデザイン部に
７年、デザインがメインの出
版社に１２年勤められ、平成
２６年３月に独立し、開業されたそうです。
主に会社や店舗のマーク・ロゴデザイン、商品のパッケー
ジデザイン、商品案内パンフレットデザインなど、“ 商品
を売るお手伝いをします。” というコンセプトでさまざま
なデザインをされています。デザインを考える時は、デザ
インのことだけではなくお客さんについて色々なことを聞
き出し、さまざまな情報を基にデザインを考えられるそう
です。
これまでに色々な商品のパッケージをデザインされた沖
さんですが、中にはとても有名なものもあり、クリームパ
ンの八天堂の包み紙は以前勤められていた会社で沖さんが
デザインをされたそうです。また、私が所属する土地家屋

■会員紹介コーナー

（株）ナカオカ

氏（中①）

調査士会広島支部のジャンパー
のロゴも沖さんがデザインされ
たものだそうです。
今回の取材を通して、沖さん
はとても意欲的で何事に対して
も熱心な人だと感じました。皆
さん、是非沖さんにお願いして
みてください。沖さんにお任せ
したらきっと良いアイデアを提
供していただけると思います。
文：土地家屋調査士六箱事務所 六箱 将隆
オキデザイン
広島市中区基町１２番５号
あなぶき広島紙屋町ビル７階 co-ba 広島
TEL：090-9417-6938

取締役

中岡 英也

氏 （中②）

国の問題でもある「健康寿命の向上」の貢献が目的で、
信憑性のない中途半端な商品は提供したくないという
強い想いがあるため…とのことでした。
また、中岡さん個人としてはプログラマーや広告作
りの経験、医療機器販売の実績を活かして、薬機法に
強いライターとしても活動中。これから益々厳しくな
る薬機法や景品表示法などの取り締まり。法律に抵触
せず、訴求力を落とさない広告で中小企業に眠る商品
を世に広めるための活動も行っているようです。
文：（株）大田葬祭
中岡さんの会社は創業から７３周年に渡り、宝飾品・
時計・メガネの販売・修理、金取引を行っている老舗
店。中でも医療機器ジュエリーと資産運用目的の金取

（株）ナカオカ
広島市中区堀川町 5-10

引を得意としている変わった宝飾店です（笑）。

TEL：082-246-7788

医療機器ジュエリーというと聞こえは怪しいです
が、厚生労働省に認可された鍼灸用具扱いのジュエ
リーや、大阪大学の教授が監修のアロマジュエリーな
ど本格商品しか扱っていないのも特徴。ただ、これは
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大田 淑惠

■中①地区例会報告

開催日：2019 年５月２１日

広島中支部総会・中 1 地区総会・懇親会
企業力を残そう！

〜学びを深堀していこう！～

色々と各地区会の色の出し方は学ぶところも多く、

去る５月２１日（火）に中支部・地区総会が開催さ
れ、１２名の参加をいただきました。その中には久し

私も自身も成長しなければいけないと感じた１日でし

ぶりの新会員の参加もあり、新しい風を感じました。

た。
文：（株）東洋ビジネス

支部総会・地区総会も滞りなく進行し、今期の新し

藤本 隆志

い目標が明確になったので目標に向かい邁進すること
ができる１年になると思います。
懇親会もクイズ形式で同友会の歴史などや時事
ニュースを交えながら行われました。その中で印象的
だったのが、各地区会の色が出ているクイズの回答で
した。中①地区会は真面目すぎるほど真剣にクイズの
答えを考えていたのに比べ、 中③④地区会はおもし
ろ回答をしていて、楽しそうな地区会だなと感じまし
た。地区会長である平井さんのお人柄がそうさせるの
だなと思った一面でした。

■中②地区例会報告

開催日：2019 年 5 月 21 日

広島中支部総会・中 2 地区総会・懇親会
〜令和元年をみんなで語ろう、創ろう、引き継ごう !! 〜

て、新役員の選出、その他議案を参加者多数の同意を
得て閉会いたしました。
中支部全体の懇親会では多くの方にご参加いただ
き、余興の地区別対抗 同友会クイズ において 中川地
区会長、新小組長による中 2 地区チームが 知恵とチー
ムワークで見事優勝！いたしました。中 2 地区懇会
は中２地区会員の宮尾さんのお店で新会員さん交えて
懇親を深める場となりました。

今月の地区例会は同友会活動で新年度を迎える総会
として開催いたしました。中②地区からは 30 名のご

文：ITplus

参加をいただきました。広島中支部総会では各議案の
ほか中小企業を取り巻
く環境に関する 10 年
ビジョンについて意見
が交わされました。中
②地区総会では中川地
区会長より 1 年間の
振り返りと新年度の新
しい取り組みについ
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川口 正

■中③④地区例会報告

開催日：2019 年 5 月 21 日

広島中支部総会・中３４地区総会・懇親会
〜自らを成長させ、仲間に誇れる自分を創る～

ため、仲間のため」に懸命に地区をまとめた平井地区

広島中支部第 22 回定時総会・令和元年度中③④地

会長の「徳」であると思います。2 年目のスローガン「自

区総会を 5 月 21 日（水）に開催しました。

らを成長させ、仲間に誇れる自分をつくる」を地区全
体で実践し、会歴の長い大先輩経営者の方々、現在中

第一部の支部定時総会では、原田支部長より前年度
の活動報告をいただきました。会員の減少に歯止めが

心となって地区を運営してる現役バリバリの先輩方、

かかったという報告は、支部長のもと「経営の匂い」

そして元気ある若手が交流を深め、絆を広げることで

のする役員会づくりを各地区が実践し、地区の小組が

たくさんのことを学び、経営の「才」を伸ばし、魅力

主体となって取り組んだ「学べる会づくり」が身を結

ある 2019 年度の中③④地区になると期待に胸が踊り

んだ結果であると思います。今期の活動方針に沿って、

ました。

中③④地区もより良い地区会づくりを進めます。
第三部は懇親会で、他支部の方々との交流を深める
第二部の地区総会は、地区会長である平井氏の想い

ことができました。余興のクイズ大会においては、中

溢れる前期活動報告ならびに今期活動方針の発表とな

③④地区は予想通り ( ？ ) の全問不正解でしたが、こ

りました。平井体制の１年目は「自らが学び、出会い、

れも平井中③④地区らしさが出ていたのではないで

成長する場を作ろう〜自分のために、仲間のために、

しょうか。（笑）

来たくなる地区会づくり〜」というスローガンで活動
文：（株）デイ・ディライト

し、ときには先輩経営者から叱咤激励を頂き、ときに

田中 雅也

は魅力ある例会にお褒めの言葉を頂けたのも「自分の

■中⑨地区例会報告

中支部

開催日：2019 年 5 月 21 日

定時総会・懇親会

〜十人十色のヒントを基に、しなやかな会社経営をめざそう !! ～
の盛り上がりを約 100 名前後の人数で感じる例会と

5 月 21 日は年に一度の中支部定時総会が行われま
した。原田支部長ほか、壇上に上がった役員の方々が、

なりました。

令和元年度の活動方針を発表され、景気に左右されな
文：（株）ルーツ不動産

いオンリーワン企業を会員全員で目指す方針を話され
ました。その後、地区会の総会が行われ、つづいて中
支部全員が集って合同懇親
会が行われました。懇親会
では短い時間ではありまし
たが、中支部の会員同士の
交流やクイズ大会の余興で
地区会毎に盛り上がりまし
た。終盤には広島で開催さ
れる女性経営者全国交流会
と青年経営者中四国交流会
の告知があり、広島中支部
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横山 寛

■女性部例会報告

開催日：2019 年 5 月 17 日

家族経営に「指針」は不要 !? 〜創業者である「夫」と継承者である「息子」の間で作った経営指針と気づいた「私」の想い～
報告者：（株）オートワークフルモト

古本 鈴美

氏

5 月の例会は参加者合計 46 名、内オブザーバー 17

家族経営に経営指針書は必

名でした。発表者は初の（株）オートワークフルモト

要か悩まれましたが作って

の古本鈴美さん。

みる事を決意され、最初の

（株）オートワークフルモトは平成 4 年起業、場所

1 年目はよく解らなかった

は廿日市の旧のうが高原のふもと、のどかな山の中に

が、2 年間継続して参加し

ある車屋さんです。

学びを深めました。その学

古本さんは 3 年前に同友会に入会され、最初は旦

びから、古本さんは素直に

那さんでもある社長の古本義明氏の名前の入会でした

経営課題に取り組み、社長

が古本氏は家も会社も同友会から遠く、仕事も忙しく

の奥さんという立場から変

なかなか参加出来ず、どうしようかと思っていた所、

革し、月曜日会議、経営理

（株）勝矢和裁の勝矢会長より女性部へ入会して、勉

念の作成、財務の勉強からの銀行交渉を行ってきまし

強することを勧められ、そこで女性部経営指針セミ

た。変わらないと思っていた、旦那さんと息子にどう

ナーに出会いました。

しようかと思いながら、変わらなければならないのは

現在、ご夫婦と息子さんの 3 人で経営される中、

自分だと気づいたとのことでした。
発表後の息子さん、旦那様からの温かいメッセージ
に皆で感動しました。
最後に先輩からの言葉「どこも最初は小さな家族経
営。しっかり頑張って !!」すてきなおせっかいです♪
文：（株）勝矢和裁

■青年部例会報告

東 栞衣

開催日：2019 年 5 月 30 日

課題や悩みを洗い出し、行動までを洗い出す
報告者：（株）ナカオカ

取締役

中岡 英也

氏

令和元年最初の例会は

ミュニケーションやセミナービジネスでも活用され

本年度の方針について、

ている Zoom の教育を開催。グループでの打ち合わ

総会議案書の内容をさら

せでどうしても遠方で参加できない方のために、ネッ

に深掘りし改めて現会員

ト会議の仕組みを伝授し、少しでもコミュニケーショ

さんへ報告。今年は、青

ンを取れることを目的に行いました。まだ新しい年が

年経営者として少しでも

始まったばかりですが、この一年で青年部会員がどの

過去の自分より成長して

ように成長するのか楽しみです。
文：（株）ナカオカ

欲しく思い、スローガン
として「即応力」と打ち
立てました。即応力とは「変化を察知し、行動する」
という意味を持つ造語。時代の流れに乗るためには
兎にも角にも行動することが重要であり、自分自身
に負荷を掛けていく必要があります。同友会活動は
不離一体と言われるように例会や運営での学びは自
社や自分自身の成長や進化に繋がります。青年部活
動を通して、充実した一年が過ごせるように計画し
た内容を報告しました。
また、後半ではネット会議ツールとして、社内コ
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中岡 英也

「でぶ活」のタイトルで Facebook
らうんじ 美やお

宮尾 まみ

氏（中②）

『でぶ活』のタイトルで色んなお店の食事や手料理
を Facebook にアップしています。
最近では流川界隈で『よっ！でぶ活 』『でぶ活頑張
れ～』
とお声をかけていただくようになりました ( 笑 )。
先日も、アップした『ぼた餅』を食べに来られた方
もいました。
その他の SNS では Instagram で『手料理

お家ご飯』、Twitter では『お気に入りの食品』を
アップしてます。
これからも『でぶ活』＆『手料理』のクオリティー
を上げて行きたいと思います。
暫くは試作にお付き合い下さいませ。
文：らうんじ 美やお

第１回広島中支部理事会

宮尾 まみ

報告

＜報告・連絡・相談事項＞
•

役員研修大学への参加呼びかけがありました。

•

広島エリアの支部連絡協議会では、各委員会の担当支部長を決めました。

•

新会員オリエンテーションのコア部分の統一が、増強プロジェクトで検討されています。

•

支部理事一人が一人の増強を確認し合いました。

•

中支部８月例会は、８月 28 日、TKP ガーデンシティ広島で行います。講師は（株）八天堂の森光社長。

•

広島エリアの広報委員会では、広報誌統合の検討が行われています。

•

6 月 26 日に恒例のボウリング大会を行います。各地区 3 名のチームを最低３チームエントリーください。

•

広島中支部が担当する「経営理念作成講座」を 7 月 16 日から３回シリーズで行います。定員 25 名。

•

女全交の参加申し込みが、支部目標の 50 名を突破しました。

•

支部総会の振り返りを行いました。「概ねよかった」との評価でしたが、台本や任務分担などの細かい部分で、
前向きな改善策が提示されました。

•

支部活動費の執行状況では、特段の問題はありません。

＜入退会の承認＞
■入会者：０名
■退会者：２名
※これにより、2019 年５月 28 日現在、会員数は 352 名（前月比２名減）となりました。
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201９年 ７月
中①
地区会

人材・育成方法を学ぼう（企業力をつける）
〜見える経営の推進〜

運営の基本姿勢を中心に報告して

（株）デイ・リンク

川口 康之 氏

いただきます。ポイントは方針で

7月19日（金）

り、働き方改革への対応、付加価

代表取締役
き

ところ
参加費

18:30開会

ある競争優位の理解と共有・深掘
値と比例した人事投入。
討論を含めて、自社に役立つ情報

同友会事務局

を持って帰りましょう。

無料

会です。社内の風を変えるべく、講

服部 哲茂 氏

き

ところ
参加費

18:30開会

まちづくり市民交流プラザ

ン術を学びます。懇親会まで参加し
う。

ところ

同友会事務局

氏、東 栞衣

7月24日（水）

るべく社員の満足度向上と離職防止
を一気に解決するコミュニケーショ

18:30開会

まちづくり市民交流プラザ
無料

氏

交。７分科会もあるが、誰でも参加
できるのは１つの分科会のみ。広島

エリア女性部会から室長が4名いる

7月26日（金）
18:30開会

ため、１・３・４・７分科会の報告を
してもらい、自分が参加できなかっ

味を持ち、必要性を感じることが

地区役員の活用者

大事です。自社の現状を知り、ど
う改善するか、まずは企業変革

と

き

同友会事務局

18:30開会

割を検討します。

まちづくり市民交流プラザ
無料

第１回のin広島から9年。中四国

報告者
（有）徳毛レジン
他
と

同友会事務局

～われの人生変えてみんか？～

徳毛 裕介

氏

６つの分科会
き

参加費

女性部幹事会：7月10日（水）18:30〜 まちづくり市民交流プラザ

step２の活用、指針書の意味や役

青年経営者中四国交流会in広島

ところ

無料

支援プログラムstep1の登録から

7月17日（水）

中⑨役員会：7月3日（水）18:30〜

た分科会も、参加した分科会もさら
に深めます。

同友会事務局

経営指針書作成の前に、まずは興

報告者

広島で6/13〜14に開催された女全
氏

ン術を学びます。

〜経営指針書作成のための第一歩〜

青年部

～1回だけでは勿体無いからプラス勉強会～

木山 恭子

くれません。そこで社内の風を変え

企業変革支援プログラム活用講座

中⑨
地区会

ところ

女性経営者全国交流会から
報告者

参加費

き

参加費

氏、岡本 昌代

ところ

と

ギスした会社では社員が長続きして

服部 哲茂 氏

て、しっかりと交流を深めましょ

無料

太田 淑恵

き

服部氏（中②）を

を一気に解決するコミュニケーショ

中③④役員会：7月3日（水）19:00〜

と

代表

迎え、社員の満足度向上と離職防止

7月24日（水）

女性部

た。せっかく社員を採用してもギス

ACTAS

今回は中②＆中③④地区会の合同例
師にACTAS代表

人手不足が激しい時代となりまし

報告者

中②役員会：7月9日（火）19:00〜

〜社員の満足度向上と離職防止を一気に解決するコミュニケーション術を学ぼう！〜

ACTAS

と

松田製袋

社内の風通しを良くする勉強会！あなたの会社ギスギスしてませんか？
報告者

代表

〜社員の満足度向上と離職防止を一気に解決するコミュニケーション術を学ぼう！〜

参加費

中①役員会：7月2日（火）18:30〜
中③④
地区会

社内の風通しを良くする勉強会！あなたの会社ギスギスしてませんか？

中②
地区会

同社で行う社員総会の発表内容を

報告者

と

各地区会行事のご案内

を巡って再び広島に帰ってきたこ
の交流会。スローガンは「学び・
変わり・伝えろ!!〜仁義ある討論

会」。本交流会の語らいの中で気

7月20日（土）

づき、明確にし、社業に落とし込

13:30開会

んでいく、そんな思いのこもった

広島コンベンションホール他
13,000円

交流会です。青年の志のある方な
ら、どなたでもOK！ぜひご参加く
ださい。

青年部幹事会：7月4日（木）19:00〜

同友会事務局

広島県中小企業家同友会 広島中支部発行

● 2019 年５月末の各地区会データ
中①

中②

中③④

中⑨

会員数

27 人

108 人

113 人

104 人

e.doyu ログイン数

16 人

47 人

45 人

42 人

例会参加数

12 人

30 人

28 人

27 人

例会オブザーバー数

0人

0人

0人

0人

入会者数

0人

0人

0人

0人

広島県中小企業家同友会

広島市中区中町8-18広島クリスタルプラザ８Ｆ
TEL.082-241-6006
HP

FAX.082-241-6007

https://www.hiroshima.doyu.jp/

e.doyu

https://hiroshima.e-doyu.jp/

発行責任者：原田 修治
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